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反戦・反貧目・反差H共同行動m京都
2014年 10月 19日 (日)1岡い 時30分から 京都・円LLM音楽堂

争 国 家 へ と 暴 走 す る 安 倍 政 権 を 撃

【― グ ラム 】

司会 高橋華子/江□醐 川□まゆみ (1鶏澤調薩)

74130 蘭却発達 つ   。

▼■35 鹿児島 。沖縄の闘い 一 緊急アピール

①川内原発の再稼働を止めよう !

岩下雅裕さん (再稼働阻止全国ネットワーク、川内の家)

②辺野古への米軍新墓地建設を許すな !

知花昌一さん (元・沖縄読谷村村議、真宗大谷派僧侶)

■205

公嶺 凛絶0磁う曖ム 逮博さん

▼2125 主催者あいさつ 伸尾 宏さん (反戦・反貧困・反彗副共同行動.(きょうと〉代表世壽人)

▼2:32 連帯あいさつ  劇 翻該謝建ん 戦争あかん !基地いらん !関西の集い実行委員会共同代表)

★2:39 カンパ・アピール

=242 講議 「裏争■象へこ暴走する費借菫権t撃てJ
白 丼 聴 さ ん 敏 治学者、文化学園大学助教 )

▼322 国会の情勢と変革へ   服部長一さん (前・社民党衆議院議員)

辻 悪さん (弱 ,民主党衆議院議員)

▼332 京都の闘いから 一 日本・世界へ 発信・アピール

①京丹後にも、沖縄にも、米軍基地はどこにもいらない !

大酒家則さん (米軍Xバンドレーダー基地反対・京都連絡会共同代表)

②商浜・大飯原発をはじめすべての再稼働反対 1原発はいらない :

木原離林さん (汚染水問題を憂う京都府民の会代表)

③憲法を破壊する「集団的自衛権の行使」容認を許すな !安倍政権打倒 !

新開純也さん (戦争をさせない京都1000人委員会運営委員)

▼a55 集会決議

▼4100 まとめと行動提起 寺田道男さん (集 会実行委事務局長)

▼4:05 閉会のあいさつ

★4:10 イ ン タ ー ナ シ ョナ ル C胴・
―

●■15 デモ出発  輌通撚潤卜困策澱ЧI鰐闘瀬
～
京都制響鴎劇野鶉

【主催 】第8回 反戦・反貧困口反差別共同行動 h京都 実行委員会
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賛同人 /賛同団体 ・ 賛同店

【賛同人】 赤川祥夫、声名定道、味岡理一、天野 博、荒井康裕、荒金洋子:井奥まさき、五ギ嵐 守、池内光宏、

池田正和、伊藤公雄、稲垣組代、稲村 守、井上和彦、李 美葉、今泉正
甲、こ′暴義代子、猪ス事署、岩崎裕保、岩津

雅典、岩本昌美、上田誉志美、上野武人、宇城順子、内富 一、海勢頭 聖、江口慶明、岡田雅宏、仰木 明、大菅 新、

大須賀 護、大津定美、大野ひろ子、大原和子、大濱冬樹、大村和子、大村 淳、大湾みどり、大湾宗則、翁長晴永、翁

長洋子、小倉員佐子、落合祥尭、恩地庸之、海藤壽夫、垣沼陽輔、片山昌伸、金澤和成、金子恵美子、蒲牟田桂子、

川嶋繁夫、川嶋澄夫、河野正子、川野真治、河村栄二、河村宗治郎、川村 望、北岸達夫、木戸進次、北波紀子、北村

信隆、木原壮林、木下俊子、木下広子、工藤美爾子、粂山義隆、黒石昌朗、栗村玲子、鴻池 博、小多基実夫、児玉利

春、小寺山康雄、小西弘泰、小林圭二、駒井高之、小山敏夫、近藤好澄、近藤弘子、齊藤 真、酒井 満、崎山正毅、

佐々木佳継、佐藤 大、佐藤友子、佐野二三雄、澤 隆文、柴野貞夫、嶋川まき子、城 冨典、徐 翠珍、徐 龍達、自井

美喜子、自石 裕、新開純也、杉 勝利、菅原充子、須田 稔、関 俊子、関目 実、高木啓子、高桑次郎、高鍬多恵子、

高崎庄二、高瀬元通、高橋幸子、高橋純一、田川晴信、瀧り|1順朗、武市常雄、武市菜穂子、武内和也、竹内 宙、竹内

正三、竹田雅博、橘 睦子、田中 徹、田村文子、田中隆一、谷 直樹、知花昌一、千葉宣義、千葉洋志、塚口幸子、塚

本泰史、角替 豊、寺田道男、東條文規、戸梶博夫、徳正尊丸、戸田ひさよし、土肥輝夫、仲尾 宏、長崎由美子、仲宗

根朝寿、長瀬廣子、永岡浩一、永嶋靖久、中井正子、中沢浩二、中河由希夫、中田光信、中濱良二、中村在男、中森

昭、鍋島浩一、難波希美子、西 明良、西岡 智、西村広宣、沼田充廣、根本 博、野坂昭生、野田雄一、朴 実、橋野高

明、橋本利昭、服部良一、早野陽之介、菱木康夫、平井紀子、平岡延子、広瀬正明、府上征二、福山義和、藤井悦子、

藤井 聡、藤尾周作、藤河純子、藤本孝一郎、藤原好雄、二葉晃文、古橋雅夫、星川洋史、堀 義明、前田裕暗、前田

正明、増野 徹、増上昭典、松田耕典、松田素二、松尾哲郎、松崎五郎、松下佳弘、松野尾かおる、松原康彦、松村美

会子、松本 修、松本康夫、三浦俊一、道端園枝、密山純子、三橋秀子、南 勝次郎、南 俊二、南 徹夫、南 斎子、三

室 勇、宮崎康人、宮本博志、向井 均、村上隆之、村上ひとみ、茂木 康、望月温子、物江克男、森本忠紀、森田光男、

森田節子、山下和海、山下けいき、山田耕作、山地政司、山西喜子、山本善偉、山本 純、山本 猛、山本将嗣、山本由

美子、湯浅 進、吉武仁貞、吉本正之、米澤鐵志、若津静江、脇浜義明、和田茂雄、(敬称略)

【賛同団″ 賛同店】 I女性会議・京都/アジア共同行動・京都/アジェンダ・プロジェクト/おおさかユニオンネッ

トワーク/沖縄とともに基地撤去をめざす関西連絡会/沖縄・辺野古への新基地建設に反対し普天間基地の撤去を求

める京都行動/怒っているぞ !障害者切り捨て !ネットワーク関西/オリーブの会/風をおこす女の会/釜ヶ崎日雇労

働組合/釜ヶ崎連帯委員会/かりの会/関西共同行動/関西合同労働組合/関大校友連絡会/キッチン、ハリーナ

/京都沖縄県人会/京のきもの屋・南商店/京都生協の働く仲間の会/京都「天皇制を問う」講座実行委員会/9条

改憲阻止共同行動実行委員会/ぐる―ぶ ちゃんぷる/憲法を生かす京都の会/コラボ玉造/社会民主党京都府伏

見総支部/JAL闘争を支える京都の会/真宗大谷派・9条の会/消費者経済研究所/自 立労働組合連合/新空港反

対東灘区住民の会/戦争あかん !基地いらん 12014関西のつどい実行委員会/ストップ・ザ・もんじゅ/全日本建設

運輸連帯労働組合近畿地方本部/東西本願寺を結ぶ非戦・平和共同行動実行委員会/兵庫県被災者連絡会/日 本

キリスト教団京都教区「教会と社会」特設委員会/NO basa沖 縄とつながる京都の会/阪神社会運動情報資料センタ

ー/反戦老人クラブ・京都/反戦老人クラブ・滋賀/反「入管法」運動関西交流会/8・ 6ヒロシマ平和のタベ実行委員

会/パンドラディ/ピース ムービィント/平和憲法の会・京都/元町憲法9条の会/洛南労働組合連絡会議/爾光庵

/和 田獣医科病院

(2014年 10月 15日 現在 賛同人226人、賛同団体/賛同店 51)

*なお、上記以外に公表を控えておられる30数人の賛同人がお られることを記しておきます。また実行委の不手際で掲載

漏れが生じているかも知れません。ご了承ください。そして、この実行委員会に当初から参加 していた西浦隆男さんをはじ

め、この 1年の間に逝去された方々の冥福を心からお祈りします。 (集会実行委員会一同)



集 会 決 議 (案 )

(1)100年 前の 1914年 に第一次世界大戦があ り、69年前の第二次世界で 日

本 はアジア侵略の末 に敗北 した。そ して今 、大 き く歴 史は転換 しつつある。安

倍政権 は、昨年 の 「秘密保護法 Jに続 き 7月 1日 には集日的 自衛権行使 を閣議

決 定 した。 それ は、 「戦争 ので きる国」への転換 であ り、 「他 国を侵略す る国

に 自由はない」 を地で行 くものである。 また、民意 を無視 して憲法 (9条 )解

釈 を一 内閣で変更す る暴挙である。

そ して、その 「戦争ので きる国」の実体 として 、沖縄 の辺野古新基地建設 を

沖縄住民の声 を無視 して強行 し、京丹後での Xバ ン ドレー ダ基地 を米国 と結託

して進 め、 さらに武器輸 出の解禁 を推 し進 め よ うとしてい る。 またアジアヘの

侵略の歴 史 を反省す ることな く偏狭 なナ シ ョナ リズムを煽 つてい る。 われわれ

は、 この よ うな「戦争 のできる国Jへの転換 と民主主義の蹂覇 に対 して蘭 う。

(2)安 倍政権 は、3・ 11福 島第 1原発事故の検証 もな く、地震や火 山噴火ヘ

の過小評価 、避難計画 も立案で きないまま川 内原発 を皮切 りに原発再稼働 を準

備 し、また原発 の輸 出を 目指 してい る。原発産業企業 はおおむね兵器産業 と同

一であ り、アベ ノ ミクスの成長戦略 の一環 と して一部大企業 の利益 を優先す る

ものである。福井地裁判決 が言 う「豊かな国土 とそ こに根 を下 ろ して生す るこ

とが国富である」の真逆 を行 くものである。原発 と人類 は共存で きない。 われ

われは、川 内原発 の再稼働 、また続 く高浜原発 をは じめ とす る若狭 の原発再稼

働 に対 して闘 う。

(3)安 倍政権 の看板であるアベ ノ ミクスは、金融緩和 に よつて円安 に導 き、

株価 を上 げ、また 「地方創 生Jの美名 で財政バ ラまきに よつて ミニバブル を創

り出す ものである。 これ は一部 の大企業輸 出産業 の利 益 と富裕層 の利益 を優先

す るものであ り、貧富の格差 をます ます拡大 し、非正規雇用 を増大 させ 、圧倒

的多数 の生活 を苦 しめるものである。われ われ は、 これ に対 して闘 う。

(4)わ れ われ は、生活 を苦 しめ、原発 の再稼働 を推 し進 め、民主主義 を蹂躍

し、 「戦争 ので きる国」づ くりを進 める安倍 内閣の打倒 を 目指 して闘 う。

(5)新 自由主義 に よる富の偏在 -1°/・ の富め る者 と 99%の費 しい人一 は

世界の共通 の問題 である。 また為政者 と富め る者 は、偏狭 なナ シ ョナ リズムを

煽 り、パ レスチナや 中近東 で戦争 を行 い、東 ア ジアで も軍事的緊張 を高 めてい

る。われ われ は、 この よ うな富の偏在 に対 し平等 な社会 をめざ し、またナ シ ョ

ナ リズム と戦争 に対 し、戦争のない世界 を 目指 して世 界の人び と、 とりわけ東

アジアの人び とと連帯 して闘 う。

以上 を本集会で決議す る。

2014年 10月 19日

第 8回 「 反 戦・ 反貧 困・反差別 共 同行 動 in京都 」 集会参加者一同



愛えよう: 日本とな狩 第8日 反覇・反賞薔・度差爾共胃行
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東椰

2014年 10月 19日  京都・円山野舛音楽堂

集 会 ス ロ ー ガ ン

0集団的自衛権の行使を許すな :秘密保護法廃止:/0原発再稼働を群さず、すべての原発を廃炉に!原発

輸出をやめろ!(政府・東電は、事故の金責任をとれ!被曝労働を強制するな !放射能汚染から子どもたちを

守れ!)/③辺野古への新墓地・高江でのへIJパッド建設を阻止しよう!/米軍醤天間墓地の即時撤去を! オス

プレイの配備撤回!/④日米軍事同盟(日米防衛協カガイドライン)の再編反対 !日本・アジアからすべての米軍

基地を搬去せよ1/⑤京丹後う経が岬への米軍Xノ プヽFし―ダ…墓地建設反対1/Cイラ勢アフガンから米軍は

完全撤退せよ!/Cイスラエルはル スチナ占静ガー ・虐殺をやめら1/0ロジア民衆へのな0書の歴史を

か<すな!/◎幡差社会を打ち破り、人らし<生きられる世界を!/⑩あらゆる差別・排外主義に反対し、人権を

確立せよ!/①ただちに朝鮮学校へ高校無償化制度を適用せよ!/⑫民衆の生活を破壊する丁PP反対!新
自由主義グローノやプゼーシヨンを許さない!/①消費税廃止!税金は金持ちと大~■

業から取れ!/①侵略戦

争への道をひらく憲法改悪反対1(天皇の「元首イヒJを許すな l主権在民、戦争放象 基本的人権を守ろう)

プ ロ フ ィー ル

自丼 聡さん  政治学者。日本学術振興会特日」研究員.文イヒ学園大学助教、専門は政治思想。2015年京都精華

大学人文学部総含人文学科専任教員に就任予定。著書『未完のレーニソ～「力」の思想』講談社、2007年 /『「物質J

の蜂起めざして～レーニン、「力Jの思想』作品社、2010年/『承続敗戦綸～戦後日本の核心』太田出版、2013年/
『日本劣1ヒ論』笠丼潔と共著、筑摩書房(ち<ま新書)、 2014年

イン ター ナ シ ヨナ ル

起て飢えたる者よ 多ぞ日は近し

醒めよ我が同胞 (はらから)暁 (あかつき)は来ぬ

暴虐の鎖 断つ日 旗は血に燃えて

海を隔てつ我等 腕 (かいな)結 びゆ<
いざ闘わん しヽざ 奮い立て いざ

ああ インターナショナル 我等がもの

いざ闘わん いざ 奮い立て いざ

ああ インターナシヨナル 我等がもの

蘭け我等が雄たけび 天地轟きて

屍 (かばね)越ゆる我が旗 行<手 を守る

圧制の壁破りて 固き我が腕 (かいな)

3ぞ高<掲げん 我が勝利の旗

いざ闘わん いざ 奮い立て いざ

ああ インターナシヨナル 我等がもの

いざ闘わん いざ 奮い立て いざ

ああ インターナシヨナル 我等がもの

呼びかけ団体

反戦・ 反貧困・ 反差別共同行動 (き ょうと )

【世話人】 伸尾 宏 (代 表世話人)/米澤鐵志/千葉宣義/大灌宗貝」/田川晴信/府上征三/

新開純也/Jヽ林圭二/本原蹴林/高橋華子/野坂昭生/濯川順朗/工藤美鷲子

【連絡先】 〒601-8003 京都市爾区東九条西出王町1-15 三塁ビル304詈
NPO社会労働センター・きずな内

【問含せ先】寺田道男 (事 務局長 )Tel o90-5166-1251/FAX 075-981-4121
【郵便振替】 00950-5-108500 カロ入者名 「 反戦・反貧困・反差 B」 共同行動 (きょうと)」

活動費のカンパを随時、募っています : 結成時は秋の一日共闘でしたが、現在は沖縄、反原発はもとより1年間を通じ

て反戦・反貧困・反差別の課題に積極的に取 り組み、活動拠点を築きながら、恒常的に活動を続けております。支援・協力を !

HP;htt p:/ /uur. kyotohansen. ort e-mai I 10.21hansenlgmai l- com


